


株主の皆さまへ

　当中間期は、茨城・栃木県内の民間の宅地造成工事や、小学校の統
合に向けた小学校新設工事及び運動施設等の外構工事向けの擁壁土留
用製品の注文が堅調に推移したことに加え、茨城県内の民間複合商業施
設の工事や、つくばエクスプレス沿線の開発工事の収益性の高い集水桝
などの下水用水路製品の売上が計画を上回りました。
　背景には工場製品の高い品質を安定して建設現場に供給することで、
施工現場での人手不足を補う手段としてプレキャスト製品を採用して下さ
るお客様が年々増加したことがあり、売上高は2,374百万円と前年同期
比8.1％増を確保することができました。
　下半期におきましては大型物流施設の受注獲得など民間案件に注力
するとともに、生産性の向上やコスト削減を推し進めてまいります。

当中間期のポイント
貸借対照表 （単位：千円）

To Our Shareholders

　株主の皆さまには、平素より格別のお引き⽴てを賜り、厚く御礼申し上げます。

　当中間期におけるわが国経済は、米中貿易摩擦に起因する世界経済の減速や、中東情勢の緊迫化によ

る影響も危惧されるなど依然として先行きは不透明な状況が続いております。

　当社の属する建設業界におきましては、近年頻発している大規模自然災害により、防災・減災をはじ

めとしたインフラ整備の重要性が再認識されるなか、建設業への就職者の減少及び作業員の高齢化によ

る慢性的な人手不足や労務単価の高騰、働き方改革への対応などが大きな課題となっております。

　このような経営環境のなか、当社は、プレキャスト製品の優位性を生かした、施工期間の短縮や人手

不足の解消を実現する施工性の良い高品質の製品を恒常的に提供する体制づくりを推進するとともに、

インフラ長寿命化事業の強化や、当社の持つプレキャスト製品の製造技術やノウハウを海外に供与する

ことなどにより、さらなる成長に向け取組んでまいります。

2020年3月

 　　　株式会社武井工業所

 　　　　代表取締役社長　武井　厚

第65期中間期財務ハイライト

科　目 前期末
2019年6月30日

第65期中間期末
2019年12月31日

　流動資産 1,717,091 2,054,794
　固定資産 2,421,619 2,384,383
資産合計 4,138,710 4,439,177
　流動負債 1,942,687 2,006,570
　固定負債 454,046 621,189
負債合計 2,396,733 2,627,759
純資産合計 1,741,977 1,811,418
負債・純資産合計 4,138,710 4,439,177
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　バジリスクとは・・・
　バクテリアを利用したコンクリートの自己治癒システムです。
　今回の現場では、コンクリートブロックの表面に入った亀裂を修復するため、MR3（バクテリアを用いた自己治癒補修モルタル）を施工し経過観察を行っています。
　バジリスクは、コンクリートの耐久性の向上及び、長寿命化に必要な環境に優しい材料として、注目されています。

インフラ長寿命化事業

バジリスク

東京オリンピック・パラリンピック！ 
　2020年はいよいよ東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。前回の東京オ
リンピックから56年。当時とは⽇本も大きく変わりました。
　時代は昭和から平成、そして令和へ。国内情勢も高度成長期から経済成熟期へ入り、少
子高齢化の波が押し寄せております。
　建設業界も例外なく人手不足。その影響で茨城県では最近、除草の手間を省くための防
草ニーズが増してきています。
　写真は常磐自動車道小美玉石岡スマートI.C.と茨城空港を結ぶ、その名も空港アクセス

道路。そこに採用された防草パネル法肩用です。この製品を法面に敷設することにより、雑草の生育を抑制し、除草作業の負担を軽減します。また、法面補強やタバ
コのポイ捨て等による火災防止効果も期待されています。
　大会開催中は国内外から多くの人々が訪れることでしょう。茨城空港はまさに茨城県の玄関口。雑草の抑止で道路の美化。訪れる人々への我々からのおもてなしです。

大田原市役所新庁舎！
　昨年、満を持して開庁された大⽥原市役所の新庁舎。その外周に当社のシキール
が採用されました。製品が選ばれたきっかけは、同市内に使用されたシキールを、
役所の担当者がご存知だったこと。斬新なデザインと施工性により、従来の工法や
普通のフェンス基礎ブロックよりも簡単・綺麗に施工できるところが、新しい庁舎
にふさわしいというのが採用理由です。地域のお客様にシキールをアピールし、施
工実績を積み重ねてきた当社の地道な営業努力が実を結んだものと思われます。こ
れからも多くの方々に気に入っていただけるような魅力ある新製品を開発していき
ます。

橋梁定期点検
　私たち武井工業所が行っている点検業務は、道路橋を利用す
る全ての人たちの安心・安全を守るとても大切な仕事です。国
土交通省道路局が所轄する道路法施行規則第４条の５の６の規
定に基づいて、５年に１度実施される定期点検では、特殊な調査
や高度な専門性を持った技術者による「適切な評価」が必要不
可欠とされています。当社では「適切な評価」を行うために、コ
ンクリートのエキスパートとして培ってきた経験と知識を活かし
ながら、コンクリート技士をはじめ、コンクリート診断士、道路
橋点検士等の資格を持った社員が⽇々点検業務を行っており、
その確かな「目」を通して社会の安心・安全を見守っています。



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

　2019年2月に当社は海外事業への投資を目的として、㈱上⽥商会（北海道登別市）・小
倉セメント製品工業㈱（福岡県北九州市）・トヨタ工機㈱（東京都府中市）との共同出資に

より、㈱⽇本アクシスインベス
トメント（略称JAI）を設⽴しま
した。同年5月にはJAIが81％
を出資し、インド現地法人 Fuji 
Infrastructure Technologies 
Pvt.Ltd（略称FIT）を設⽴して
おります。
　FITは2019年12月にAURIC
シェンドラ工業団地（マハラシュ
トラ州アウランガバード市）内
に工場用地の取得を完了してお
り、現在は整地工事が進められ
ています。今後も工場の稼働に
向けて注力してまいります。現
時点（2020年2月現在）では
2020年10月頃から生産活動を
開始する見込みです。

インド進出の進捗状況

会社概要

株価の推移

　当社は１単元1,000株の単元株制度を採用しております。１単元に満たない株式（1株か
ら999株）をご所有の株主様は当社に対して買取請求をし、売却することができます。
　買取請求をご希望の株主様は以下のお問い合わせ先にご連絡下さい。

【買取請求に関するお問い合わせ】
　三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部テレホンセンター
　　（受付時間：土・⽇・祝祭⽇等を除く 平⽇9：00～17：00）
　　0120-232-711（フリーダイヤル）

単元未満株式買取制度のご案内

商 号 株式会社武井工業所
創 業 1939年7月
設 ⽴ 1956年4月
資 本 金 100,000,000円
発行可能株式総数 12,000,000株
発行済株式の総数 3,542,000株
事 業 所 等 　

本 社 茨城県石岡市若松一丁目3番26号
工 場 明野工場（茨城県筑西市）

小川工場（茨城県小美玉市）
岩瀬工場（茨城県桜川市）
栃木工場（栃木県下野市）

営 業 所 東関東営業部広域営業課（本社内）
東関東営業部茨城営業課水戸営業所（本社内）
東関東営業部茨城営業課つくば営業所（本社内）
東関東営業部茨城営業課鹿行営業所（茨城県小美玉市）
西関東営業部広域営業課（栃木県下野市）
西関東営業部栃木営業課（栃木県下野市）

従 業 員 数 210名（男　189名、女　21名）

［2019年12月31日現在］

単位株：1,000株
約定⽇ 約定価格（円） 約定数量（株） 約定金額（円）

2019年12月24⽇ 110 1,000 110,000
2019年12月24⽇ 116 1,000 116,000
2019年11月25⽇ 110 23,000 2,530,000
2019年11月25⽇ 116 23,000 2,668,000
2019年11月11⽇ 110 5,000 550,000
2019年11月11⽇ 110 7,000 770,000
2019年11月11⽇ 116 12,000 1,392,000
2019年7月30⽇ 116 1,000 116,000
2019年7月30⽇ 110 1,000 110,000

ホームページのご紹介

　当社のホームページでは、会社
情報、IR情報、製品情報、採用情
報など様々な最新情報を掲載してお
ります。特に株主・投資家の皆さま
に向けましては、決算短信、有価証
券報告書、株主優待などのIRニュー
スも掲載しております。ぜひご覧下
さい。

当社のホームページ
URL　http://www.takei21.co.jp/

検 索武井工業所

株主メモ

事 業 年 度 7月1⽇から翌年6月30⽇まで
定 時 株 主 総 会 毎年9月開催
基 準 ⽇ 1．毎年6月30⽇

2．中間配当を実施する場合は12月31⽇
3．そのほか、必要あるときはあらかじめ公告して定めた⽇

単 元 株 式 数 1,000株
株 主 名 簿 管 理 人 東京都千代⽥区丸の内一丁目4番5号

三菱UFJ信託銀行株式会社
同 連 絡 先 〒137-8081

新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120-232-711（フリーダイヤル）

公 告 の 方 法 電子公告（やむを得ない事由がある場合は⽇本経済新聞に掲載
して行います）
URL　http://www.takei21.co.jp/

　インドの工場稼働に向けて
2019年9月から2020年3月まで
の６か月間、インドからの研修生
を1名受け入れております。現地
で生産を行う際の中心的な役割
を担う従業員として、⽇本の安全
に対する取り組みやものづくりの
考え方を勉強しています。
　研修後は、インドでの⽇本人
技術者の通訳と⽇本の研修で得
たプレキャスト製品の製造の知
識を生かした活躍が期待されて
います。

インドから研修生受け入れ


